
九重の九重の薄薄

第１８０３回例会

■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

　

■ 唱　　和

四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　会長の時間は、のちほど「半期を振り返って」と

して卓話をさせていただきますので、割愛させて

いただきます。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．「ＲＩ第2720地区2016-2017年度地区大会」開催

のお知らせ

－疾病予防と治療月間－

VOL.38－№　21　2016　 年　12　月　15　日

■ 出席報告

０名ゲ ス ト38名会員総数本

日

０名ビジター20名出 席 数

66.67％出 席 率10名欠 席 数

85.71％修正出席率75％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、西、檀上、

東保、持永、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1801回例会）

　　　但馬、髙橋、岡本（別府北）　

■　欠　　席

安部、渡辺、笠木、但馬、桝田、長野、中塚、

髙橋、山下（唱）、梅津

本日は、ロータリー財団事業「ポリオ撲滅」の為

の使途指定寄付積立てに向けた『1500円ランチ』

（第６回目）を実施します。 会員皆様方のご協力

をお願い致します。



　日　　時　2017年３月24日～25日

　　　　　【Ｒ財団創立100周年記念チャリティー

ゴルフ大会】

　　　　　　３月24日於大分竹中ゴルフカント

リー７：30スタート

　　　　　【地区指導者育成セミナー】

　　　　　　３月24日於ホルトホール大分３Ｆ

　　　　　　16：00～17：30

　　　　　　対象者：会長、会長エレクト、クラブ

研修リーダー、希望者

　　　　　【女性会員セミナー】

　　　　　　３月24日於ホルトホール大分３Ｆ

　　　　　　16：00～17：30

　　　　　　対象者：女性会員

　　　　　【懇親会・表彰式・米山ナイト】

　　　　　　３月24日於トキハ会館

　　　　　　19：00～20：30

　　　　　　対象者：会員、家族、ゴルフ参加者、

米山奨学生、アクト、学友

　　　　　【会長・幹事・ガバナー補佐会議】

　　　　　　３月25日於ホルトホール大分３Ｆ

　　　　　　10：00～11：00

　　　　　【本会議】

　　　　　　３月25日於ホルトホール大分１Ｆ

大ホール

　　　　　　12：30～点鐘／ガバナー挨拶／ＲＩ会

長代理挨拶／各種表彰

　　　　　　15：30～記念講演～17：30点鐘

　　　　　　18：30～ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・懇

親会　於レンブラントホテル大分

　　　　　　対象者：会長、幹事、会員、家族、

米山奨学生、アクト、学友

　　　　　【友愛のひろば】

　　　　　　３月25日於ホルトホール大分１Ｆ

小ホール　11：10～15：30

　　　　　　おにぎり、サンドイッチ、コーヒー、

お茶、ドーナツ、饅頭、ぜんざい、

おでん

　記念講演　「人生は決断と実行の繰り返し」

ジャパネットたかた　高田　明氏

　会　　場　本会議：ホルトホール大分／ＲＩ会長

代理歓迎晩餐会：レンブラントホテル

　登 録 料　本会議　会員 8,000円　家族 5,000円

　　　　　　ゴルフ　会員 5,000円　

　　　　　　懇親・表彰・米山

　　　　　　会員 6,000円　特 3,000円

　　　　　　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　会員・家族 10,000円

　　　　　　※詳細は、本日回覧しております。

　　　　　　　多数のご参加、ご協力をお願い致し

ます。

２．第４回臨時理事役員会報告

　　（平成28年12月14日　持ち回り）

　審議事項

　１号議案）別府ロータリークラブより社会奉仕

委員会活動への協力依頼の件

　　日　　時　平成28年12月23日（金祝）24日

　　　　　　　於別府スパビーチ

　　内　　容　コロッケ、じゃこ天、温泉蒸し玉子

等の販売

　　＊会員一人1000円のチケット購入依頼に対し、

例会食費からの協力とする。

　　　また、購入したチケットは会員関連の児童

福祉施設へ寄贈することを承認。

３．12月12日18：00～ホテルサンバリー「まるや」

に於いて「大分第３グループ会長・幹事会（細則

検討委員会）」が開催され、竹内孝夫会長、一力

秀次幹事が出席致しました。

４．12月14日12：30～ベイグランド国東に於いて

開催の「くにさきロータリークラブ例会」に神田 

剛カウンセラーが鄔 博 文くんを引率されました。
これで、受け入れ米山奨学生の３回の卓話派遣が

無事終了しました。

５．例会変更のお知らせ

　大分1985ＲＣ：12月19日の例会は『クリスマス

親睦会』の為、12月20日18：30～ホルトガー

デンに開催日時・場所変更

　別府中央ＲＣ：12月20日の例会は『忘年会』

の為、12月19日18：30～ホテル山水館に開催

日時・場所変更

　竹田ＲＣ：12月20日の例会は『クリスマス

夜間例会』の為、同日18：30～キップスに時間・

場所変更

　大分中央ＲＣ：12月20日の例会は『クリスマス

家族例会』の為、同日18：00～レンブラント

ホテル大分に時間・場所変更 

　中津中央ＲＣ：12月20日の例会は『中津３

クラブ合同忘年会』の為、12月21日18：30～

グランプラザ中津ホテルに開催日時変更

　大分城西ＲＣ：12月21日の例会は『クリスマス

例会』の為、12月22日18：30～大分オアシス

タワーホテルに時間変更

　中津平成ＲＣ：12月22日の例会は『中津３

クラブ合同忘年会』の為、12月21日18：30～

グランプラザ中津ホテルに開催日時変更

　宇佐ＲＣ：12月22日の例会は『クラブ協議会

及び年次総会』の為、同日18：30～はちまんの

郷宇佐に時間・場所変更

　湯布院ＲＣ：12月28日の例会は『献血事業』の

為、同日９：30～由布院庁舎に時間・場所変更

≪定款第６条第１節により休会するクラブ≫

　　　　　大分臨海ＲＣ：12月26日

　　　　　大分1985ＲＣ：12月26日

　　　　　竹　　田ＲＣ：12月27日

　　　　　中津中央ＲＣ：12月27日



　　　　　日　　出ＲＣ：12月27日

　　　　　津 久 見ＲＣ：12月27日

　　　　　大　　分ＲＣ：12月27日

　　　　　大分中央ＲＣ：12月27日

　　　　　大分キャピタルRC：12月28日

　　　　　大分城西ＲＣ：12月28日

　　　　　中津平成ＲＣ：12月29日

　　　　　大 分 東ＲＣ：12月29日

　　　　　宇　　佐ＲＣ：12月29日

　　　　　杵　　築ＲＣ：12月30日

　　　　　大 分 南ＲＣ：12月30日

６．本日は、11：45～杉乃井ホテルに於いて「クラブ

改善委員会」を開催しました。

７．「米山奨学特別寄付」並びに「ロータリー財団

年次寄付」を申し込まれて、現在未納の方が数名

おられます。年末になりましたので、至急納入方

お願い致します。

８．次週（12月22日）の例会予定

　　「忘年会」　18：30～例会　終了後「忘年会」

　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　※時間・場所を変更して開催しますのでお間違

えのないようにご注意ください。今年最後の

例会です。多数のご出席をお願い致します。

９．本日の回覧　①「忘年会」出・欠席（12月22日）

　②忘年会ビンゴゲーム賞品提供申し込み　③

「新年家族会」出・欠席（１月12日）＊今年はご家

族様宛の案内ハガキを郵送しません
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ので、例会時

の回覧にご記入をお願いします。　④地区大会登録

申し込み　⑤光の園よりクリスマスカードとお礼

の「会報誌」　⑥東日観光㈱ロータリー室より

「ロータリーと歩んだ東日観光の軌跡」　⑦ハイラ

イトよねやま201　⑧杵築ＲＣ週報

10．本日の配布　①ガバナー月信 vol.06　②週報

№ 1801　③週報№ 1802　④地区大会パンフレット

■ お 祝 い

　会員誕生日　梅野　　保会員（12月18日）

　皆　　　勤　黒岩　　英会員（12月６日＝32年）

　　　　　　　檀上　陽一会員（12月６日＝32年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　竹内孝夫会長　一力幹事、幹事報告の時の

「女性会員セミナー」の参加に「女性と思われる

方は御参加下さい」と発言しました。セクハラ

ですので１口お願いいたします。

　山下布美代会員　台湾台北昇陽扶輪社との友好

の中津場所観戦、例会、懇親会はお疲れ様でし

た。姉妹クラブとして末永く良好な関係を築い

ていけることを願って！ ２口

　本日は会長就任してから、

折り返しにかかり“半期を振り

返って”という題で卓話をし

たいと思います。さて、私は

会長就任時に重点テーマと10の

具体的方針を掲げました。

　今日は、その方針等の進捗状況を話せればと思い

ます。

　まず、2016－2017年度別府東ＲＣ会長テーマと

して“原点回帰・変化への対応”を掲げました。

　原点回帰～

　　古き良きロータリーの伝統の継承　ロータリ

アンとしての自覚と誇り

　　ロータリー３大義務の厳守　ロータリーの根幹

である奉仕活動の徹底

　　①例会出席　②会費納入　③雑誌購読（ロータ

リーを学ぶ）

　変化への対応～

　　時代の変化に伴い変えるものは変えていく。

固定概念の打破。改善委員会を将来に向けて

検証、検討、改革を断行

　この２つのテーマはある意味真逆な内容かも知れ

ませんが、私の会長時の根幹であります。

　御存じのように、今年度世界的にロータリーの

定款変更という改革が発表されました。

　当クラブは瑞木委員長を中心に改善委員会を立ち

上げ、どのクラブよりも先に定款変更に伴い、別府

東ＲＣ独自の細則を作り承認を受けました。皆さん、

この内容は各自の会社に置き換えて考えてください。

定款・細則という根本的なルールがないと会社は

本来運営はできません。細かい、しつこいと思われ

ようが変更した定款をそのままにしていたら別府東

ＲＣの良さが消えてしまうと思います。残念ながら

関心のない態度の方々もいますが、この件は絶対的

に必要な事だと思っています。この細則決定は満足

した内容となりました。

　では、更に10項目の具体的な方針の進捗状況を

振り返って見ます。

　①例会出席の推進～

　　昨年出席率69.8％⇒目標80％

会 長

竹 内 孝 夫



　　結論は７月～11月までの平均出席率は73.3％

です。目標の80％を下回っている状況です。７月

は81.4％でしたが、毎月落ちてきて11月は63.4％

でした。再度80％を目標に推進しますが、例会に

出られない方と出ない方は違います。私も数社の

代表をしています。週１日、正味２時間の時間

調整ができないとは思えません。出席を良くする

為に例会を楽しくするなどありますが、例会出席

はロータリー３大義務の１つです。会員皆様、

再度ご理解ください。

　②会費納入・活用方法検討～

　　会費納入は一力幹事・加藤会計と連携を取り

徹底をしていますが一部期日の不徹底が見えます。

この内容もロータリー３大義務の１つですので

再徹底をしますが、改善はできていると思います。

活用方法においては残りの任期の中で改善委員

会・理事会を中心に検討を実施いたします。

　③ロータリーを学ぶ～

　　瑞木広報委員長から毎回ロータリーについてと

いう話をいただいております。引き続きお願い

すると共に残りの任期中に新入会員中心に研修会

を実施したいと思います。又、毎週月曜日、午後

１時から事務局において会長・幹事・今村さんと

打ち合わせをしていますが、来年より次年度長野

会長・久保田幹事をはじめ次々年度沼田幹事を

含めて毎週打ち合わせをできればと考えています。

　④会員増強～

　　スタート時39名　目標45名

　　石田委員長が積極的にやっていただいています

が現在38名と減少しています。これは会長として

反省しなければなりません。ただし、１名の決定者、

又、忘年会にも２～３名の候補者をお招きする

予定で、入会が有力だと聞いております。どうか、

皆様ご尽力をお願いしたいと思います。

　⑤社会奉仕活動の活性化～

　　この内容は私年度の重点政策であります。前半

において企画立案をしまして、来年度から児童

施設への奉仕活動、海岸沿いの清掃活動とスケ

ジュールが決まっております。社会奉仕活動に

おいては全会員、特に新入会員の積極的参加を

お願いいたします。

　⑥国際奉仕活動の活性化～

　　この内容は先日訪日してくれた台北昇陽扶輪社

からは来年の再調印について王会長と話すことが

できました。国際奉仕委員長の桝田会長を含めて

再調印の話し合いと両国をまたがった大型プロ

ジェクトをしたいと話し合っています。長野・

一力年度にスムーズにバトンタッチできればと

思います。又、釜山釜星ＲＣとの関係は私の会長

時に明確にしたいと思います。改善委員会・理事

会・会員皆様の意見をまとめたいと思います。

　⑦職業奉仕活動、⑧青少年奉仕活動～

　　この２項目は進んでおりません。但馬職業奉仕

委員長、工藤青少年奉仕委員長と相談して残りの

任期において活動ができればと思います。

　⑨親睦活動の活性化～

　　この項目は沼田親睦委員長が積極的に活動を

していただき、大変助かっています。先日の台北

昇陽扶輪社の会長・メンバーからも感謝のメール

をいただきました。

　⑩変化への対応～

　　この項目は改善委員会を立ち上げ、前半は定款

変更に伴う細則の決定に重点をおきました。本日

も実施しましたが、残りの任期において別府東

ＲＣの時代に沿わない内容や不透明な内容につい

て改善を実施したいと思います。長野・一力年度

において、ロータリーとしての伝統を重んじ奉仕

活動を基軸に時代に沿わない内容は改善して入会

しやすいロータリーになればと思います。

　以上が私の半期を振り返ってとなります。ある

意味あっという間ではありますが、改めてみますと、

まだまだできていないことがたくさんあります。

時には強引な運営としてご不満も多々あると思い

ます。そこは、ロータリーの友情に免じてお許し

下さい。私はこのロータリーに入ってから心がけた

ことがあります。とにかく例会出席を心がけようと

いうことです。私は会長を辞めても例会出席を一番

の基本としてロータリー活動を実施いたします。

残りの任期において更なるご支援をお願いいたし

ます。

　７月１日に、2016－2017年度

の幹事に就任し、もう半年が

過ぎようとしています。

　思い起こせば、６／14 別府

市内４ＲＣ会長幹事会の引き

継ぎから始まり、6／19 台湾訪問花蓮小学校野球

道具贈呈、６／30 前年度会長幹事慰労会、７月に

なってからは、７／１ 別府クラブ・７／５ 別府

中央、日出・７／６ 別府北・７／20 湯布院・７／26 

豊後大野と新任あいさつ、７／29には、４ＲＣ会長

幹事会、８／４ 祈願例会・８／18 納涼ビヤガーデン

例会・９／15 夜例会・10／７ ガバナー公式訪問

例会・10／13 観月会例会・10／27 ソフトボール

壮行会・10／28 ４ＲＣ会長幹事会・10／30 近隣４

ＲＣソフトボール大会・11／16 ４ＲＣ会長幹事会・

11／25 大相撲観戦・12／４～６ 台湾一行お出迎え

歓迎お見送り・12／12 ４ＲＣ会長幹事会、そのほか

にもＲＣ研修あり、臨時役員会あり、慌ただしい

日々をおくり、あっという間の半期でした。

　特に今期は、ロータリー定款の変更に伴う、細則

の作成など大変な仕事があり、毎週月曜日にロータ

リー事務所において、会長・幹事・事務での打ち

合わせ、改善委員会においての業務の改善など、

とても充実したロータリー生活を満喫しました。

幹 事

一 力 秀 次


